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2019 年度国際ロータリー会長：マーク・ダニエル・マローニー(Decatur ロータリークラブ・米国) 

2019 年度国際ロータリーテーマ：ROTARY Connects The World(ロータリーは世界をつなぐ) 

             

第 2157 回 平成 22 年 9 月 9 日 第 2 木曜日 

       I.M.報告 

  

 

 

 

＜前回の記録＞ 

第 2618回 令和元年 7月 4日 木曜日  

    年度始めガバナー補佐訪問 

 ガバナー補佐によるアッセンブリー 

司 会 進 行 山川直保 SAA 

 

点 鐘 村土時男会長 

 

ソ ン グ 国歌「君が代」・奉仕の理想 

 

情報の時 間 西川 昇情報担当責任者 

「ロータリーの目的」朗読 

「四つのテスト」唱和 

 

来 客 紹 介 水上成樹幹事 

ガバナー補佐 深瀬 清様 

各務原中央 RC 加藤寿久様 

 

7 月のお祝 酒井智義親睦委員長 

会員誕生日 

3 日 酒井智義会員  14日 國田大雄会員 

20 日 村井義孝会員 

結婚記念日 

 2 日 野田三津雄・佐和美ご夫妻 

夫人誕生日 

3 日 西川玲子様  16日 山川久代様 

17 日 林 満美様 

 

 

 

 

1 分間スピーチ 酒井智義会員 

今年で 66 歳になりました。

そろそろ事業の方の引継ぎを

考えています。ロータリーの

方は、皆さんのおかげで非常

に楽しく、来るのが楽しみで

す。これからもよろしくお願いします。ありがと

うございました。 

 

出 席 報 告 西村 肇出席担当責任者 

 

ニコＢＯＸ 竹内巧治ニコ BOX担当責任者 

・本日は深瀬ガバナー補佐様、加藤様ようこそいら 

っしゃいました。アッセンブリー宜しくお願い致 

します。また、委員の皆さん宜しくお願い致しま 

す。                村土時男 

・今期、幹事です。よろしくお願いします。ガバナ

ー補佐・深瀬様、加藤様、ようこそおいで下さい

ました。              水上成樹 

・村土会長他各委員の方、1 年間ご苦労様。頑張っ

て。宜しく。感謝。        大畑於左武 

・本日は宜しくお願いします。    深瀬 清様 

・お世話になります。        加藤寿久様 

・深瀬ガバナー補佐を歓迎します。宜しく。 

                  大畑於左武 

・会員誕生日のお祝をありがとう。 

              酒井智義・國田大雄 

・結婚記念日のお祝をありがとう。  野田三津雄 

会員数 出席 補正 出席合計 出席率 

38名(免除 1名) 33名 2名 35名 94.6％ 

＜次回の予定＞ 

第 2620 回 令和元年 7 月 18 日 第 3木曜日 

   合同ガバナー公式訪問 

     (ホテル郡上八幡にて) 

 

   

 

   会長卓話(林 健吉会長) 

 

        

  

      

     

    

 

 

    

           

     

        

   

＜本日のプログラム＞  

第 2619 回 令和元年 7 月 11 日 第 2木曜日 

      役員就任挨拶 

 

 

 

          

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

           

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

    

               



・夫人誕生日のお祝をありがとう。 

         西村 昇・山川直保・林 健吉 

・深瀬ガバナー補佐様、加藤様を歓迎します。 

 よろしくお願いします。 

畑中伸夫・羽田野優男・林 健吉・廣瀬泰輔 

岩尾 誠・河合 修・國田大雄・松本英樹 

松森 薫・三原慎也・水上成樹・森下 光 

長尾信幸・西川 昇・西村 肇・野田三津雄 

小笠原正道・大川達也・大前正行・酒井智義 

坂本 仁・竹内巧治・田代東次郎・和田英人 

渡邉 剛・山川直保・山下友幸 

 

幹 事 報 告 水上成樹幹事 

・ガバナー事務所より地区代表幹事変更のお知ら

せと 2019－20年度地区役員・地区幹事名簿発送

のお知らせ 新役職者＝井熊信行 

・ガバナー事務所より事務所開設、地区事務所開

設、クールビズ実施のご案内 

・ガバナー事務所より分担金お支払いのご案内 

・直前ガバナー事務所より 2018－19 年度ガバナー

事務所閉鎖のお知らせ 

・ガバナーエレクト事務所よりエレクト事務所開

設のご案内 

・ガバナーエレクト事務所より事務所分担金依頼、

研修セミナー日程のご案内 

・奉仕プロジェクト部門・国際奉仕委員会より地

区世界社会奉仕補助金申請・受付のご案内 

・米山梅吉記念館より「創立 50 周年記念特別寄付

のお願い」 

・各務原かかみの RCよりガバナー補佐退任挨拶、

収支報告書 

＜拝受＞ 

・関中央、郡上長良川 各 RC より週報 

・郡上市役所秘書広報課より「広報郡上」7月号 

 

委員会報告 西川 昇情報担当責任者 

・今月の IDMお知らせ 

 

会長の時 間 村土時男会長 

この一年間皆さんと共に

楽しくやっていきたいと思

いますので、どうぞよろしく

お願い致します。 

 本日は、ガバナー補佐・深

瀬様、加藤様、お忙しい中アッセンブリーに来て

頂きましてありがとうございます。 

 この後はアッセンブリーですのでよろしくお願

いします。ありがとうございました。 

 

ガバナー補佐によるクラブ・アッセンブリー 

 

・ＳＡＡ 廣瀬泰輔委員会(委員長代理) 

 今年度も前年度に引き続き、例会時の司会を一

か月ごとに順番に行います。例会における服装、

身だしなみを整えるように促します。 

 

・親睦委員会 酒井智義委員長 

 今年は親睦に力を入れるということで、盛り沢

山な計画を立てています。今年度も皆さんのご

協力をお願いします。                     

 

・クラブ奉仕委員会 和田英人委員長 

 会長の基本方針のもと会員相互の理解と友情を

元に、クラブ奉仕活動を行います。今年 1 年、

各担当責任者と連絡を密にして頑張っていきた

いと思います。 

 

 プログラム 小笠原正道担当責任者 

 今年度は休会日が増え

ています。会員卓話は 2名

づつ、外来卓話は年 2回を

予定しています。 

 

 

出席 西村 肇担当責任者 

パソコンでＥクラブにアクセスしてメイクアッ

プすることを推奨していきます。 

  

情報 西川 昇担当責任者 

新会員に対して IDMの最初の 3回、地区大会、

地区研修協議会、IMへの参加を義務とし、早く

ロータリークラブが理解できるように働きかけ

ます。 

 

ニコ BOX 竹内巧治担当 

全員投函を目標として、快く投函して頂けるよ

うに努めていきます。 

 

・職業奉仕委員会 廣瀬泰輔委員(委員長代理) 

 それぞれの職業の知識、技能を地域社会のニー

ズに役立てるよう例会を通じて意識を高めてい

きます。年 2回の職場例会を予定しています。 

 

 



・社会奉仕委員会 平岩憲政委員長 

 今年度は、郡上おどり発祥祭の会場周辺パトロ

ールの実施を予定しています。 

 

・青少年奉仕・国際奉仕委員会 岩出明喜委員長 

 新たな活動として青少年奉仕において、中高生

鮎友釣り選手権、郡上凌霜剣道大会に支援協力

します。 

 

・会員増強委員会 松森 薫委員長 

 会員全員に協力して頂いて会員増強に務めます。 

  

会員増強 山下友幸担当責任者 

 候補者の情報は会員全員で共有します。ロータ

リー活動を広報を通じて地域に知らせ純増 1名

以上を目指します。 

  

職業分類・選考 羽田野優男担当責任者 

 会員から新しい職業の情報提供をしてもらい、

新会員の推薦が出たら速やかに対応します。 

  

会員維持 田代東次郎担当責任者 

会員維持のために、まず

は退会者を出さないことが

大切なので、みんなで一つ

の輪になって仲良く頑張っ

ていきたいと思います。 

 

・公共イメージ委員会 松本英樹委員(委員長代理) 

 クラブの活動を一般社会

に広く知ってもらい、 

ロータリークラブの公共イ

メージのアップに繋げます。 

 

会報・雑誌・ホームページ 松本英樹担当責任者 

 ホームページを有効に活用し、ロータリークラ

ブの活動を広めます。 

 

 広報 河合 修担当責任者 

 今年から広報委員会は公共イメージ委員会と改

名されました。その目的は、ロータリークラブ

の公共イメージと認知度の向上です。その目的

に則って活動していきます。 

 

 

 

 

 

 

・ロータリー財団・米山奨学委員会 

   野田三津雄委員長 

 財団への寄付を一人 150

ドルを目標とします。「100

万ドルの食事」を年 4 回 

実施します。 

 

 

＜深瀬 清ガバナー補佐より講評＞ 

  

会員増強で純増 1名以上が目標のようですが、 

できたら純増２名で、もう一人女性会員を必ず入 

れて下さい。女性にして頂くと例会が全く違って 

きます。パッと明るくなり、仕事も真面目にやっ 

て頂けます。 

財団についてですが、寄付はどうしても一人 

150ドル以上、ポリオ撲滅には、最低 30ドルをお

願いします。どうやって寄付を集めるかですが、

例えば私達のクラブですと大きなスーパーの前で

募金活動をします。 

 青少年奉仕では、鮎釣り大会への支援をすると 

いうことで大変いいことだと思います。その時に、 

公共イメージの向上ということで新聞社等の報道 

機関に取材して頂くといいと思います。 

 ニコ BOXですが、投函された内容を明確にと書 

いてありますが、これは面白おかしく言った方が 

いいです。その他に、年間を通して一番高額な投 

函をされた方にはお礼をするのもいいと思います。 

 その他には、財団の補助金を使って何かして頂 

きたいと思います。グローバル補助金には余裕が 

ありますので、是非活用して下さい。最近は災害 

が非常に多いので、災害復旧等にも十分利用して 

下さい。 

 人頭分担金についてですが、2019－20年度は 

68 ドルで、約 7,344円です。これが来年度になる 

と 1ドル上がります。 

 青少年奉仕の問題では、ロータリーが 10 年後、 

20 年後に続くように、ローターアクトやインター 

アクトの子供が 30 歳で卒業になるので、そういう 

人をクラブに迎えられるといいなと思います。 

 今年度一年よろしくお願いします。 


